
防災重点農業用ため池追加一覧（令和３年12月20日指定）
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新田池 松山市畑寺町446 土井池 今治市宮窪町余所国1347番
大西池 松山市上伊台町80番 早川古池 今治市宮窪町早川684番
西ノ谷下池 松山市権現町甲266番 早川新池 今治市宮窪町早川724番
東大谷池 松山市祝谷東町610 長谷池 今治市伯方町木浦字長谷口甲4186番
北坂池 松山市由良町380 大作池 今治市伯方町有津字大作道ノ上甲130番
廣藤池 松山市衣山三丁目634 西側第2池 今治市伯方町叶浦字西側甲193番1
永谷下池 松山市山田町1385-1 (叶浦)山田池 今治市伯方町叶浦字寺山甲933番

７か所 和佐田第2池 今治市伯方町伊方字和佐田甲317番
二ノ谷池 今治市長沢弐之谷甲1112番 向山池 今治市伯方町伊方字向山甲1214番1
冷尻池 今治市長沢字冷尻甲703番 奥池 今治市伯方町伊方字池ノ奥甲1630番
地蔵寺池 今治市長沢字石打甲1015番 荒神第1池 今治市伯方町伊方字荒神前甲2042番
三の谷池 今治市長沢字三之谷甲1092番 船越池 今治市伯方町北浦字船越甲119番
長谷池 今治市旦字先ノ川甲602番 小坂池（北浦） 今治市伯方町北浦字小坂甲2569番
上小谷池 今治市旦字長谷甲644番 新池 今治市伯方町北浦字山田甲1621番
下大谷池 今治市旦字長谷甲643番 殿田池 今治市上浦町甘崎4562番1
カラキ谷池 今治市国分四丁目甲707番 奥山池 今治市上浦町瀬戸745番
開地池 今治市古国分三丁目甲158番 重谷池 今治市朝倉上甲1283番
新谷中池 今治市新谷字脇甲1912番 桜木池 今治市朝倉上甲1506番3
古新谷池 今治市新谷字脇甲1895番1 堂の奥池 今治市朝倉上甲1469番3
道成寺池 今治市新谷字梅田甲1244番 辻堂池 今治市朝倉下甲664番
竹谷池 今治市新谷字高木甲327番 山崎池 今治市朝倉下甲993番
前谷池 今治市新谷字脇甲1920番 笹下池 今治市朝倉下甲1021番
新谷平底池 今治市新谷字脇甲1924番 山邸下池 今治市山口甲248番
日浅池 今治市五十嵐字大株甲264番 山邸上池 今治市山口乙8番1
前池 今治市五十嵐字大株甲186番 白崎第１池 今治市朝倉北甲623番
前上池 今治市五十嵐字大株甲184番 白崎第２池 今治市朝倉北甲633番5
新池（矢田） 今治市矢田字横山甲355番 今若池 今治市朝倉南乙415番
小杉原池 今治市神宮字御池池甲82番 中浦池 今治市波方町宮崎字中浦甲435番1
釜口池 今治市野間字大谷甲186番 ウネントウ池 今治市波方町馬刀潟字沢甲1番1
楠谷池 今治市延喜字楠谷甲1番 森上奥池 今治市波方町森上字奥甲116番2
片垣池 今治市延喜字片垣甲499番 野間手池 今治市波方町西浦字野間手甲3180番1
片垣新池 今治市延喜字片垣甲504番 海山下池(たんだ池) 今治市波方町波方字海山甲1866番
藤谷池 今治市延喜字池ノ下甲518番 石持奥池 今治市波方町波方字石持甲1595番
坪ノ内池 今治市阿方字坪内甲712番 渡邊池 今治市波方町郷字こに甲1204番
平尻口池 今治市阿方字大池ノ内甲954番 小谷池 今治市波方町樋口字八反地甲1050番1
牛ノ江池 今治市しまなみヒルズ61 高山池 今治市波方町樋口字上谷甲1273番2
中尾池 今治市阿方字中屋甲911番 中谷池 今治市波方町樋口字上谷甲1309番1
イタチ門下池 今治市山路字鼬門219番 下谷池 今治市波方町樋口字上新田甲1396番1
日読池 今治市杣田字日読甲867番 鶴木谷池 今治市波方町樋口字上新田甲1437番1
高田池 今治市杣田字高田甲248番 床畑奥池 今治市波方町樋口字折内甲1595番1
引野池 今治市高部字尾池甲1379番 塚ノ谷池 今治市波方町養老字塚ノ谷甲794番
新田池 今治市高部字日読甲1542番 村上九一池 今治市波方町養老字西坂甲496番
古池 今治市高部字馴合甲477番 弁則産池 今治市波方町養老字東照寺甲930番1
小池 今治市高部字河原田甲1227番 ヤンゲ池 今治市大西町山之内甲231番
穴田池 今治市高部字馴合甲471番 古寺池 今治市大西町山之内甲220番1
砂場寺地池 今治市砂場町二丁目丁252番 三ツ池 今治市大西町山之内甲84番
大浜中池 今治市大浜町三丁目丙574番 寺谷池 今治市大西町宮脇甲1231番1
神宮池(楠神池) 今治市大浜一丁目丙286 拝田池 今治市大西町宮脇甲1178番1
松本池 今治市近見町三丁目乙168番 三皿古池 今治市大西町宮脇甲312番
相ノ谷池 今治市近見町１丁目甲46番 棚坂池 今治市菊間町種3635番
五丁池 今治市近見町4丁目甲255番 冠者池 今治市菊間町佐方1221番1
山ノ奥池 今治市近見町五丁目甲349番 内井池 今治市吉海町椋名882番
坊主谷池 今治市近見町五丁目甲411番 おむくな池 今治市吉海町椋名824番1
相谷池 今治市石井町5丁目730番 なかや池 今治市吉海町椋名509番
新堂池 今治市石井町五丁目743番 こくぼ池 今治市吉海町椋名467番
蛇ヶ谷池 今治市石井町5丁目782番 もり池 今治市吉海町椋名266番
大拇池 今治市朝倉上甲3163番 神田池 今治市伯方町叶浦字神田甲1290番地1
大谷古池 今治市朝倉北甲7番 松山下池 今治市伯方町北浦字松山甲1918番
足中出池 今治市朝倉上甲1565番 138か所
奥孕池2 今治市朝倉下甲661番 いしがみ池 大洲市高山字イシガミ甲219番
池の谷上池 今治市山口乙74番
祝谷池 今治市古谷甲589番 １か所
能楽池 今治市古谷甲436番 立岩池 伊予市上野立岩1839-1
棚井池 今治市古谷甲679番
ホオノキ池 今治市朝倉上甲2381番 １か所
浦谷池 今治市古谷甲828番 明見池 西予市宇和町伊延東838
柳谷上池 今治市玉川町小鴨部字定地甲929番 入舟池 西予市野村町西765
イノタニ池 今治市玉川町桂字イノタニ甲640番 ２か所
本谷奥池 今治市波方町西浦字夘山甲3493番
高下奥池 今治市波方町西浦字高下甲3409番
石ヶ谷池 今治市波方町樋口字佐郡甲1983番
後谷池 今治市波方町樋口字三反畑甲439番1
家ノ谷池 今治市波方町樋口字畔田甲725番
家ノ谷奥池 今治市波方町樋口字畔田甲733番2
丸田池 今治市波方町樋口字八反地甲1159番1
岡新池 今治市波方町岡字岡南甲4番1
小池（別府） 今治市大西町別府274番1
鳥越池 今治市大西町脇甲1570番1
重茂池 今治市大西町宮脇甲745番1
小坂池 今治市宅間字小坂甲3231番
簧ヶ谷下池 今治市菊間町西山1130番
後谷池 今治市菊間町西山883番
小乙女池 今治市菊間町高田1125番
大谷池 今治市菊間町種2886番1
岩嶽池 今治市菊間町種3000番
数根尾池 今治市菊間町佐方3175番1
数原上池 今治市宮窪町宮窪2107番
余所国下池 今治市宮窪町余所国425番
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